第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 警察署管内犯罪・交通事故発生状況について

（金沢警察署）

【振り込め詐欺キーワード】
◆犯罪発生件数（令和元年 12 月末現在）
発生件数 ：
７４５件（前年比△１７８件）
○還付金の返金手続はＡＴＭではできません。
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
３４件（ 〃
７件） ○必要があってお金を渡す時は、息子さんやお孫さ
振り込め ：
５７件（ 〃 △１８件） んの顔を確認してから渡すようにして下さい。
職権盗 ：
３０件（ 〃
２４件）
自転車盗 ：
２６５件（ 〃 △６７件） ○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
りに行くことは絶対にありません。
ひったくり：
１件（ 〃
△３件）
◎最近の犯罪傾向 区役所職員を名乗りキャッシュカードを騙し取る詐欺が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和元年 12 月末現在） ◆運転免許の自主返納について
運転に不安を感じたら自主返納を検討しましょう
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
◆免許の有効期限について
発生件数 ：
５４６件（前年比 △１８件）
免許証のうっかり失効が増えています
死者数 ：
０件（ 〃
△３件）
◆道路交通法の一部改正
負傷者数 ：
６２１件（ 〃 △２７件）
携帯電話等の「ながら運転」への罰則が強化されています
◎最近の傾向 令和元年中の区内人身事故発生件数は前年比１８件減少し、死亡事故はありませんで
した。神奈川県内では、交通死亡事故の発生件数が前年比３０件減少し、１３２件でした。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

損傷被害

出火原因

平成 30 年

増△減

※ 放火による火災が

２７

２１ 多く発生しています。

建物火災

２９

１６

その他の火災

１９

１１

１３ 家の周りに燃えやすい
８ 物は置かないでくださ

死者

０

０

負傷者

５

６

０ い。放火させない環境を
△１ 皆様でつくりましょう。

１１

１

１０

たばこ

５

４

１

配線器具

５

０

５

こんろ

４

３

１

その他

２３

１９

４

令和元年

平成 30 年

増△減

放火
主な

令和元年
４８

火災件数
火災種別

（令和元年12 月末現在）

＜救急状況＞（金沢区内）

急病

７，６９３

７，４２４

※急な病気やけがで
受診の相談をしたいと
５２４
きは・・・
２６９
☎＃７１１９

一般負傷

２，１２８

１，９３８

１９０ （携帯電話、ＰＨＳ、

交通事故

５３８

５３７

１，２１６

１，１５２

１ または
☎045-232-7119
６４

区分

／

年

救急件数

内 訳

その他（自損・加害等）

１１，５７５ １１，０５１

プッシュ回線の固定電話）

（備考）令和元年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄については、疑いを含みます。

３ 春の火災予防運動に伴うポスター掲出及び駅頭広報の実施について
（金沢消防署）
火災が発生し拡大しやすい時季を迎え、火災の発生防止及び火災による死傷者の発生や財産の焼失
を防ぐことを目的として、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを送付させていただきますので、掲示板等へ掲出していただき、火災
予防意識の啓発にご活用いただきますようお願い申し上げます。
また、区内主要駅の駅頭において、広報活動を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。
（配送ルート）
◆実

施

期

間

◆全国統一防火標語

令和２年３月１日（日）から３月７日（土）まで
『ひとつずつ いいね！で確認 火の用心』

◆駅頭広報（１）京浜急行電鉄 金沢文庫駅舎

日時 ２月２８日（金）午後６時～６時３０分

（２）京浜急行電鉄 能 見 台 駅 舎

日時 ３月 ２ 日（月）午後６時～６時３０分

◆問合せ：金沢消防署予防課 ☎７８１－０１１９

４ (仮称)こどもホスピス（在宅療養児等生活支援施設）の整備運営事業者
の決定について
（医療局医療政策課）
(仮称)こどもホスピス（在宅療養児等生活支援施設）の整備運営事業の実施について令和元年度７
月の定例会で説明させていただきましたが、この度事業者が決定したので報告します。
◆事業者名 特定非営利活動法人 横浜こどもホスピスプロジェクト（代表者：理事長 田川 尚登）
◆事業手法 民設民営
◆事業計画地 金沢区六浦東一丁目 4853-３（旧横浜市立大学男子学生寮跡地）
◆今後の想定スケジュール
令和２年１月～２月
敷地のボーリング調査

◆問合せ：医療局医療政策課

令和２年夏頃

令和３年春頃

令和３年夏頃

着工

しゅん工

開所

☎６７１－４８２７

５ 台風１５号等に係る住宅修繕緊急支援事業の開始について
（建築局住宅政策課）
令和元年台風第１５号等により、半壊又は一部損壊が生じた住宅について、耐震性の向上等に資す
る修繕工事に対する補助事業を開始します。１月の広報よこはまで案内をしています。
（配送ルート）
◆住宅修繕緊急支援事業【台風１５号等による被害が対象】
・補助金額 補助対象工事費の２０％（上限３０万円）
・受付期間 令和元年１２ 月２０ 日（金）～令和２年３月１０ 日（火）
◆問合せ：建築局住宅政策課 ☎６７１－３９７５

６ 令和元年台風第１９号災害義援金の支給について
（健康福祉局福祉保健課）
令和元年台風１９号により、住宅が全壊等の被害を受けられた方に対し、
「令和元年台風第１９号
災害義援金」を支給することとなりましたのでご報告します。２月の広報よこはまに掲載予定です。
◆対象者
原則２月末までに発行した罹災証明書の被害区分で、被害を確認できる世帯の世帯主。
なお、本制度の対象となる罹災証明書発行済みの各世帯に、２月から３月にかけて順次、市健康
福祉局からご案内及び申請書を郵送します。
◆問合せ：健康福祉局福祉保健課 ☎６７１－４０４４

７ 令和元年度金沢区こころの健康づくり講演会の実施について
（福祉保健課）
令和元年度金沢区こころの健康づくり講演会を実施します。ぜひご参加をお願いします。
◆開催日時 ２月１９日（水）午後２時～４時（午後１時３０分開場）
◆会
場 金沢公会堂講堂 ※公共交通機関をご利用ください。
◆内
容 「少しの気づきで効果あり！ 今日から出来る自殺予防～深刻な悩みを相談されたら～」
講師：長見 英知 氏（認定精神保健福祉士・湘南精神保健福祉士事務所所長）
◆入 場 料 無料（先着５００名）
◆そ の 他 手話通訳あり（ご利用になる場合は１月３０日（木）までにご連絡ください）
◆問合せ：福祉保健課健康づくり係 ☎７８８－７８４０

８ 令和元年度 金沢区福祉保健のつどいの開催について （福祉保健課）
「金沢区福祉保健のつどい」を開催いたしますので、皆様の御来場をお願いします。
つきましては、周知のため、自治会町内会の掲示板へのポスター（Ａ４）掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時 ３月７日（土） 午後１時３０分～午後４時（開場 午後１時）
◆会 場 金沢公会堂 講堂 ※公共交通機関をご利用ください。
◆内 容 （１）第１部 第４５回 金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
（２）第２部 シンポジウム
ア 基調講演「やってみたい！を支える地域」
講師 名和田 是彦 氏（法政大学法学部教授）
イ 事例紹介 こ ど も 食 堂【道くさ C.C（六浦西）
】
居場所つくり【スペース谷津坂（金沢東部）
】
◆その他 ボランティアによる保育あり（２歳以上の未就学児 先着１０名）
（ご利用になる場合は２月２１日（金）までに福祉保健課にご連絡ください）
◆定 員 先着５００名（申込不要）
◆問合せ：金沢区役所福祉保健課
金沢区社会福祉協議会

☎７８８－７８２４
☎７８８－６０８０

９ 新市庁舎への移転及び内覧会の実施について

（総務局管理課）

新市庁舎は１月末をもってしゅん工を迎えます。今後は２月から什器の搬入、４月から６月にかけ
て各局統括本部が引越しを行い、６月２９日（月）に全面供用開始となります。
なお、移転日程や、内覧会の詳細については、今後ポスター・チラシ、広報よこはま、横浜市ホー
ムページにてご案内します。
◆内覧会日時：３月２８日（土）
、２９日（日）
、いずれも１０時～１５時
◆場

所：横浜市新市庁舎（中区本町６丁目５０番地の１０）

◆参 加 方 法：申込不要。どなたでもご覧いただくことができますので、直接お越しください。
なお駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用ください。
◆問合せ：総務局管理課新市庁舎整備担当 ☎ ６３３－３９０１

10 映画「エンディングノート」上映会＆金沢区版エンディングノート
配布会について
（高齢・障害支援課）
金沢区版エンディングノートの配布会と関連映画の上映会を実施します。
令和元年７月１８日に開催したものと同じ内容ですが、今回は往復はがきによる事前申込となりま
す。チラシの回覧についてご協力をお願いいたします。

（配送ルート）

（１）日時：３月１７日（火）１４時～１６時（開場１３時３０分）
（２）会場：金沢公会堂 講堂
（３）申込方法：往復はがきに代表者の住所、氏名、電話番号、希望人数（３人まで）
、
返信面を書いて２月１４日までに金沢区高齢障害支援課あて郵送。
◆申込・問合せ：高齢・障害支援課

☎７８８－７７７９

（〒236-0021 横浜市金沢区泥亀２－９－１ 金沢区役所内）

11 横浜水缶の特典付き販売について

（水道局）

水道局では災害に備え、
「ひとり１日３リットル、最低３日分で９リットル以上」の家庭における
飲料水の備蓄をお願いしています。災害への備えについての意識向上を図るため、キャンペーンチラ
シをお送りさせていただきますので、この機会にぜひご利用ください。

（配送ルート）

◆備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売【期間：令和２年１月９日（木）～３月２１日（土）
】
ご注文分まで
◆【特典１】キャンペーン期間中のご注文は配達料無料
【特典２】10 箱購入ごとに横浜水缶を追加で１箱プレゼント
◆ご注文・お問合せ：水道局お客さまサービスセンター （24 時間 365 日受付）
はちよんなな

電話：０４５－８４７－６２６２ FAX：０４５－８４８－４２８１

12 その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（１２・１月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１２月号・１月号）を発行しましたので、御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

（２）令和元年度及び２年度 金沢区主要行事日程一覧について
１０月区連会で配布しました「令和元年度 金沢区主要行事日程一覧」を更新しました。ま
た、現時点で予定されている令和２年度の事業をまとめた「令和２年度金沢区主要行事日程一
覧」も作成いたしましたので、併せてご活用ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

（３）第４期横浜市地域福祉保健計画冊子 資料編の訂正について
５月の区連会定例会にて配付しました「第４期横浜市地域福祉保健計画（愛称：よこはま笑顔
プラン）
」冊子の資料編につきまして、一部データに誤りがございました。謹んでお詫び申し上
げますとともに、保有されている冊子への正誤表の挟み込みをお願いいたします。
◆福祉保健課事業企画担当

☎７８８－７８２４

Ⅱ 関係団体等
１.「かなざわ民児協だより」第５５号の回覧について
（金沢区民生委員児童委員協議会）
民生委員児童委員の活動を広く知っていただくため、金沢区民生委員児童委員協議
会の広報誌「かなざわ民児協だより」第５５号を発行いたしました。
つきましては、自治会町内会の回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区民生委員児童委員協議会 （福祉保健課内）
☎ ７８８－７８２０

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 令和２年度 金沢区家庭防災員研修実施計画について （金沢消防署）
昨年 11 月の区連会にて令和２年度家庭防災員の推薦の御依頼をさせていただきましたが、研修実
施計画が確定しましたので、お知らせいたします。

（配送ルート）

◆研修概要
コース（内容）

日 時

Ａ
防火研修・救急研修
Ｂ
（出火防止の対策、初期消火の要領、心肺蘇生法、
Ｃ
三角巾取扱いなど）
Ｄ
Ａ
地震・風水害研修
Ｂ
（わが家の耐震性を考える、地震と風水害の事例
Ｃ
と教訓、
地震災害や風水害発生時の対応方法など）
Ｄ
Ａ
Ｂ
災害図上訓練研修
Ｃ
（災害図上訓練・DIG（ディグ）の実施要領）
Ｄ

７月 ９日（木）13:30～16:00
７月10 日（金） 9:15～11:45
７月10 日（金）13:30～16:00
７月11 日（土） 9:15～11:45
９月10 日（木） 9:30～11:30
９月11 日（金） 9:30～11:30
９月11 日（金）13:30～15:30
９月12 日（土） 9:30～11:30
９月24 日（木） 13:30～16:00
９月25 日（金） 9:15～11:45
９月25 日（金） 13:30～16:00
９月26 日（土） 9:15～11:45

スキルアップ研修

未 定

場 所
金沢公会堂２階会議室
（洲崎・平潟）
横浜市民防災センター
金沢公会堂２階会議室
（洲崎・平潟）
横浜市民防災センター
金沢公会堂２階会議室
（洲崎・平潟）

未 定

※開催内容は、災害発生等で変更されることがありますので、あらかじめ御了承ください。
※各回の研修で一時託児を実施する予定です。
※研修の詳細については、５月頃に個人あて郵送する開催案内でお知らせします。
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

２ 地域づくり金沢フォーラム 2020 の開催について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区内で活動する団体と金沢区内の大学の学生が、活動事例報告や意見交換を通じて、交流を深
め、活動における工夫や課題について学び合う「地域づくり金沢フォーラム 2020」を開催します。
団体や地域の枠を超えたつながりを築いたり、活動のヒントを得たりできる機会ですので、ぜひ各
自治会町内会等で活動されている方々にご案内下さい。
（配送ルート）
◆日 時：３月１９日（木）午後１時～午後５時
◆会 場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス ピオニーホール（YCU スクエア）
◆対 象：金沢区内で活動する団体に所属する方 ５０名
◆申 込：申込書にて事前申込（入場無料）
、申込締切２月２８日（金）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当

☎ ７８８－７８０９

Ⅱ 関係団体等
１「金沢漁港海産物フェスタ」のポスターの掲出について
（横浜市漁業協同組合 金沢支所）
横浜市漁業協同組合 金沢支所では恒例となりました「金沢漁港海産物フェスタ」を開催いたし
ます。東京湾・横浜の漁業をたくさんの人に知っていただくことを主眼に学び、遊び、体験するイ
ベントです。
自治会町内会へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時
◆会 場

◆内 容

◆問合せ

２月２４日（月・祝）
午前９時～午後２時
雨天決行
金沢漁港
シーサイドライン野島公園、海の公園南口駅より徒歩５分
遊覧船乗船体験、生わかめのつかみどり、生のりむしり体験、金沢漁港でとれた海
産物の直売、生のり味噌汁の無料配布のほか地元の専門店が多数出店
横浜市漁業協同組合 金沢支所

☎ ７８１－８９２９

２ かがやきクラブ横浜 「第６回シニアの祭典」のポスターの
掲出依頼について
（横浜市老人クラブ連合会）
かがやきクラブ横浜「第 6 回シニアの祭典」を次のとおり開催します。
つきましては、自治会町内会の掲示板へポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆かがやきクラブ横浜 「第 6 回シニアの祭典」
日時 ２月２７日（木）１０時～１５時
会場 横浜文化体育館
内容 参加費無料、申し込み不要
ステージコーナー、シニアスポーツ紹介・体験コーナー、
区老(シ)連活動紹介コーナー、シニア大学紹介コーナー
健康チェックコーナー（整理券必要：先着順）
、物販コーナーなど
◆問合せ

横浜市老人クラブ連合会

☎ ４３３－１２５６

３ 金沢区体育協会スポーツフェスティバルのポスター掲出について
（金沢区体育協会）
３月１４日（土）に金沢体育協会の公益的自主事業の一環でどなたでも気軽にスポーツに触
れていただける機会として、
「金沢区体育協会スポーツフェスティバル」を開催いたします。広
く区民の皆様にご案内するため、各町内会の掲示板にチラシの掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆開催日
３月１４日（土）
◆場 所
長浜公園・金沢スポーツセンター
◆問合せ

金沢区体育協会

☎ ７８２－９２３４

４ 金沢動物園「かなざわバレンタイン フェアトレード de
チョコまつり！」のポスターの掲出依頼について
（横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では、冬の集客としてバレンタインに関連した催しを開催します。
つきましては、自治会町内会の掲示板へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆チョコまつり
日時 ２月８日（土）～９日（日）１０時～１５時
会場 わくわく広場
内容 フェアトレード商品や環境にやさしいグッズの販売
環境保全の取り組みについてパネルで紹介
◆インドゾウとテナガザルのガイド
インドゾウ
両日 13 時 30 分～
シロテテナガザル 2 月 9 日（日）14 時 45 分～
◆バレンタイン特設フォトスポット設置
期間 １月１９日（日）～２月１６日（日）
場所 インドゾウの展示場前
特典 フォトスポットで撮った写真をののはなショップに提示すると商品が 10％割
引、ののはなカフェとわくわくキッチンではコーヒーが 10％
割引になります。
◆問合せ

横浜市立金沢動物園

☎ ７８３－９１００

５「横浜南税務署からのお知らせ」について

（横浜南税務署）

確定申告書作成会場開設期間、税理士による無料申告相談、国税庁ホームページの案内などの
情報が記載されたチラシ
「横浜南税務署からのお知らせ」
の回覧及び掲示板掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆「横浜南税務署からのお知らせ」について（A４サイズ）
◆問合せ：横浜南税務署個人課税第 1 部門 ☎７８９－３７３１（代表）

